
- 1 - 

 
平成 20年 5月 14日 

各 位 
 

会 社 名  福島工業株式会社  
代表者名  代表取締役社長  福島 裕 
会社コード 6420(東証・大証 第一部) 
間合せ先   総務人事部長 日野 達雄 
電   話  06―6477―2011 (代表) 

 
 

会社の支配に関する基本方針および 
当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)について 

 
当社は、平成 20年 5月 14日開催された取締役会において、当社の財務および事業の方針の決 

定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下、「会社の支配に関する基本方針」という。）およ 
び特定株主グループ(注 1)の議決権割合(注 2)を 20%以上とすることを目的とする当社株券等の買 
付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が 20%以上となる当社株券等の買付行為 
(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の 
具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、大規

模買付行為を行う者を「大規模買付者」という。）に対する対応策(以下、「本プラン」という。)を、 
以下のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 
本プランの導入につきましては、株主の皆様のご意見を広く反映させたうえで行うのが適切であ

ると判断致しました。このため平成 20年 6 月 27日に開催予定の第 57期定時株主総会において、
株主総会の決議により、本プランを決議することが出来る旨の定款変更議案（別紙 5）を付議し、
これが承認されることを条件に、本プラン導入の承認議案を付議することになりました。 
本導入議案が承認された場合、同日から発効することとし、有効期間は平成 23年 6月 30日まで

に開催される第 60期定時株主総会の終結の時までとします。 
なお、社外監査役 2名を含む当社監査役 3名全員はいずれも、本プランを決定いたしました取締

役会に出席し、いずれも本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として、本プランに賛

成する旨の意見を述べております。 
  現時点において、当社が特定の第三者から大規模買付行為を行う旨の通知や提案を受けている状
況にはございません。平成 20年 3月 31日現在の当社の大株主の状況は、別紙 3のとおりです。 
 

注 1：特定株主グループとは、当社の株券等(金融商品取引法第 27条の 23第 1項に規定する株 
 券等をいう。)の保有者(金融商品取引法第 27条の 23第 1項に規定する保有者をいい、同 
 条第 3項に基づき保有者とみなされる者を含みます。)または買付け等(金融商品取引法第 

27条の 2第 1項に規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを 
含みます。)を行う者とその共同保有者(金融商品取引法第 27条の 23第 5項に規定する共 
同保有者をいい、同条第 6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。)および特別 
関係者(金融商品取引法第 27条の 2第 7項に規定する特別関係者をいう。)を意味します。 

 
注 2：議決権割合の計算において分母となる総議決権数は、当社のその時点での発行済全株式 

        から、直近の自己株式買付状況報告書に記載された数の保有自己株式を除いた株式の議 
        決権数とします。 
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Ⅰ 会社の支配に関する基本方針 

  
当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大

規模買付提案またはこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものではござ

いませんが、株主の皆様に充分な情報が提供されたうえで、最終的には株主の皆様の判断に委ね

られるべきものであると考えております。 
しかしながら、昨今わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、 

一方的に大規模買付提案またはこれに類似する行為を強行する動きが顕在化しております。 
当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、経営の基本理念、企業価 

 値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業 
 価値ひいては株主共同の利益を確保、向上させる者でなければならないと考えております。当社

としては、このような企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模

買付提案またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する

者として不適切であり、必要かつ相当な対抗措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益を確保する必要があると考えます。 
 
Ⅱ 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組み 

 
当社では、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業

価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以下の施策を実行しております。 
これらの取組みは、今般決定しました上記Ⅰの会社の支配に関する基本方針の実現に資するもの 
と考えております。 
 
１．企業理念と企業価値向上への取組み 

 
(1) 企業理念および経営基本方針 

当社は、「幸せ創造企業」を目指し企業理念に『｢幸せ｣四則』を掲げております。その第

１項として『わたしたちは、環境・安全・安心をテーマにお客様と協働し、生活者の「幸

せ」に寄与することを基本使命とします』を掲げております。これは、お客様と同じ視点

で、お客様と一緒になって生活者の食生活品質（おいしさと安心、健康、利便性、楽しさ、

衛生、鮮度、環境、本物志向など）の向上を考え実現することが最も重要と考えているから

です。 
【｢幸せ｣四則】 
① 生活者の｢幸せ｣に寄与  
② お客様の｢幸せ｣に貢献  
③ 社員の物心両面の｢幸せ｣を追求  
④ 株主各位やお取引先に｢幸せ｣を提供  
また、当社は、創業以来培ってきた温度コントロール技術を軸として、独自の食品安心

技術とトータルソリューション力で産地から食卓まで食のすべてのプロセスで「フレッシ

ュ」という価値を連鎖的に増幅させていき、最終的に生活者へ「おいしさと安心」ひいて

は「食と健康の喜び」という価値を届けてまいります。 
 

(2) 企業価値向上への取組み・中長期的な経営戦略 
    当社を取り巻く環境は、外食産業では、個人消費の低迷や中食市場の拡大、既存店の競争激

化等により市場規模の縮小が続き、厳しい状況が続いております。また、流通産業では個人消

費の低迷により、各社生き残りを掛けた競争が激しさを増すとともに、再編・統合も活発化し
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ております。 
   そのような中、当社は、省エネと高鮮度管理を実現した次世代ショーケースやインバーター

冷蔵庫を市場投入し競争力を高めるとともに、ブラストチラーやＲＯ水機器など当社独自商品

で他社との差別化を図ってまいります。また、財務体質の強化、地球環境に配慮した環境問題

への取組みを通して、社会の一員として企業の発展に取組むとともに、株主の皆様をはじめス

テークホルダーとの信頼関係をより強固なものにし、中長期にわたる企業価値の安定的な向上

を目指してまいります。 
 
Ⅲ  本プランの内容(会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務およ 

   び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み) 

 
１．本プラン導入の目的 

 
本プランは、上記Ⅰに記載した会社の支配に関する基本方針に沿って不適切な大規模買付者に

よって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するために導入するものです。

上記Ⅱ．１で述べた当社の事業特性に関する十分な理解がなくては、株主の皆様が将来実現する

ことのできる株主価値を適正に判断することはできません。突然大規模買付行為がなされたとき

に、大規模買付者の提示する当社株式の取得対価が妥当かどうかを株主の皆様が短期間の内に判

断するためには、大規模買付者および当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供される

ことが不可欠です。さらに、当社株式をそのまま継続的に保有することを考える株主の皆様にと

っても、大規模買付行為が当社に与える影響や、当社の従業員、関係会社、顧客および取引先等

のステークホルダーとの関係についての方針を含む、大規模買付者が考える当社の経営に参画し

たときの経営方針や事業計画の内容等は、その継続保有を検討するうえで重要な判断材料であり

ます。同様に当社取締役会が、当該大規模買付行為についてどのような意見を有しているのかも、

株主の皆様にとっては重要な判断材料になると考えます。 
これらを考慮し、当社取締役会は、大規模買付行為に際しては、大規模買付者から事前に株主

の皆様の判断のために必要かつ十分な大規模買付行為に関する情報が提供されるべきであると判

断いたしました。当社取締役会は、かかる情報が提供された後、大規模買付行為に対する取締役

会としての意見の検討を速やかに開始し、外部専門家からなる独立委員会(弁護士、公認会計士、
財務アドバイザーその他の専門家、以下独立委員会という)の勧告を受けながら、慎重に検討した
うえで意見を形成し公表いたします（独立委員会の概要は別紙４記載のとおりです）。 
さらに、必要と認めれば、大規模買付者の提案の改善についての交渉や取締役会としての株主

の皆様に対する代替案の提示も行います。かかるプロセスを経ることにより、株主の皆様は、取

締役会の意見を参考にしつつ、大規模買付者の提案と、代替案が提示された場合には、その代替

案を検討することが可能となり、最終的な応否を適切に決定する機会を与えられることとなりま

す。 
当社取締役会は、大規模買付行為が一定の合理的なルールに従って行われることが、企業価値 

ひいては株主共同の利益に合致すると考え、以下の内容の大規模買付行為時における情報提供等 
に関する一定のルール(以下、「大規模買付ルール」という。)を設定することとし、会社の支配に 
関する基本方針に照らして、不適切な者によって大規模買付行為がなされた場合の対抗措置を含 
む買収防衛策として本プランを導入することといたしました。本プラン全体の概要については、 
別紙 1をご参照ください。 

  また、平成 20年 3月 31日現在における当社大株主の状況は別紙 3に記載のとおりであり、現
時点において当社役員及びその関係者により発行済株式の約 48％が保有されております。しかし
ながら、それらは必ずしも議決権を同一に行使するものではなく、独立した関係であり、各々の

状況に応じて異なる判断をすることも尊重しなければなりません。今後については、株式の譲渡
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やその他の処分等により一層の分散化が進んで行くものと思われます。 
以上のことから当社取締役会は、当社株式に対する大量買付行為が行われた場合に、本プラン

のように大量買付けに応じるべきかどうかを株主の皆様が判断し、当社グループの企業価値や株

主共同の利益に反する買付行為を抑止する枠組みが必要と判断いたしました。 
 
2．大規模買付ルールの概要 

 
当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者が当社取締役会に対し 

て必要かつ十分な情報を提供し、②当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買 
付行為を開始するというものです。その概要は以下のとおりです。 
 
(1) 意向表明書の当社への事前提出 

    大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、大規模
買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先、提案する大規模買付行為の概

要、および大規模買付者が大規模買付ルールに従う旨の誓約等を記載した意向表明書(以下、「意
向表明書」という。)を日本語にてご提出いただきます。また、当社は、大規模買付行為の提案
があった場合には、法令および当社が上場する金融商品取引所の上場規則等に従い、適時・適

切に開示します。 
     

(2)大規模買付者からの情報の提供 
    当社取締役会は、上記(1)の意向表明書受領後 10 営業日以内に、大規模買付者から取締役会

に対して株主の皆様の判断および取締役会としての意見形成のために提供いただくべき必要な

情報(以下「本必要情報」という。)のリストを当該大規模買付者に交付します。本必要情報の
具体的内容は大規模買付者の属性および大規模買付行為の内容によって異なりますが、一般的

な項目は以下のとおりです。 
 

①  大規模買付者およびそのグループ(共同保有者(注 3)、特別関係者(注 4)および組合員(フ 
      ァンドの場合)その他の構成員を含みます。)の詳細(名称、事業内容、経歴または沿革、 
      資本構成、財務内容、当該大規模買付行為と同種の過去の取引の詳細およびその結果等 
      を含みます。) 

② 大規模買付行為の目的、方法および内容(買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関 
      連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性等を含みます。) 

③  大規模買付行為における買付価格の算定根拠(算定の前提となる事実、算定方法、算定に 
      用いた数値情報および買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジ 
      ーの内容等を含みます。) 

④  大規模買付行為における買付資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の 
      具体的名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。) 

⑤  大規模買付行為の完了後における当社および当社グループの経営方針、事業計画、財務 
      計画、資本政策および配当政策等 

⑥ 大規模買付行為の完了後における当社および当社グループの従業員、取引先、顧客その 
      他の当社および当社グループに係る利害関係者に対する対応方針 
   ⑦ その他当社取締役会が合理的に必要と判断する情報 
 
注 3：共同保有者とは、金融商品取引法第 27条の 23第 5項に規定する共同保有者をいい、同条 

      第 6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む者を意味します。 
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注 4：特別関係者とは、金融商品取引法第 27条の 2第 7項に規定する特別関係者を意味します。 
  

当初提供いただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分と認められる場合には、取締 
  役会は、大規模買付者に対して本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めます。大規模買 
 付行為の提案があった事実および取締役会に提出された本必要情報は、株主の皆様のために必 
要と認められる場合には、出来るだけ速やかに、その全部または一部を公表します。なお、取 
締役会が大規模買付者からの必要情報の提供が完了したと判断した場合には、法令および当社

が上場する金融商品取引所の上場規則等に従い、必要情報の提供が完了した日について適時・ 
適切に開示します。 

 
(3) 当社取締役会による評価・検討 

  
当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に

対し本必要情報の提供を完了した後、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当 
社全株式の買付の場合)または 90日間(その他の大規模買付行為の場合)を上限として取締役会 
による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間として、取締役会評価期間を設 
けます。従って、特定株主グループは、取締役会評価期間が経過するまでは、大規模買付行為 
に着手することはできないものとします。 

    取締役会評価期間中、当社取締役会は、独立委員会の勧告を受けながら、提供された本必要
情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ公表します。また、

必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取

締役会として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。 
   また、取締役会で大規模買付行為に対する対抗措置を発動するかどうか等の対応を決定する

場合は、種々の状況を考慮し、また独立委員会の勧告を最大限尊重し、取締役会で決定いたし

ます。 
 
3．大規模買付行為がなされた場合の対応 

 
(1) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 

    大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買 
付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提

示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対

抗措置は取りません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該

買付提案および当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断

いただくことになります。 
    但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、独立委員会、財務アドバイザー

その他の専門家の勧告を受けながら慎重に検討したうえで、当該大規模買付行為が当社に回復

し難い損害をもたらすことが明らかで、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損な

うと当社取締役会が判断した場合であって、かつ、対抗措置をとる事が相当と判断される場合

には、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に新株予約権の無償割当等、会社法その他の法

律および当社定款が認める対抗措置を取ることがあります。 
具体的には、以下のいずれかの類型に該当すると判断された場合には、当該大規模買付行為 

  は当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合に該当するものと 

考えます。 
 

① 会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、株価をつり上げて高値で株式を会社関



- 6 - 

係者に引き取らせる目的で株式の買収を行っている場合 
② 会社を一時的に支配して当社の重要な資産（知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主 
要取引先や顧客等）を当該買収者やそのグループ会社等に移譲させるなど、買収者の利益

を得る目的で株式の買収を行っている場合 
③ 会社経営を支配した後に、当社の資産を当該買収者やそのグループ会社等の債務の担保 

     や弁済原資として流用する目的で株式の買収を行っている場合 
④  会社経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高 
額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一 

     時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高価売り抜けをする目的で株式の買 
    収を行っている場合 

⑤  大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買 
     付で当社の株券等の全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買収条件を不利に設定し、 

あるいは明確にしないで、公開買付等の株券等の買付を行うことをいう。)等の、事実上、
株主に当社の株券等の売却を強要するおそれがあると判断された場合 

 
(2) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

    大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかかわ 
   らず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新 

株予約権の無償割当等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置をとり、大規模 
買付行為に対抗する場合があります。大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したかどうか、

また対抗措置の発動が妥当かどうかについては、独立委員会の勧告を最大限尊重して取締役会

で決定します。具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締

役会が判断したものを選択することとします。取締役会が対抗措置として、例えば、新株予約

権の無償割当をする場合の概要は別紙 2に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償割当
をする場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権

の行使条件とすることや、新株予約権者に対して当社株式と引き換えに当社が新株予約権を取

得する旨の取得条項をつけるなど、対抗措置としての効果を勘案した条件を設けることがあり

ます。 
なお、当社が新株予約権を取得する旨の取得条項とは、次のような内容を有する条項で、別

途取締役会において定めるものとします。 
① 当社は、新株予約権の行使期間の初日の前日までの間いつでも、当社が新株予約権を取得 
することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別に定める日の到来

をもって、すべての新株予約権を無償で取得することができること。 
② 当社は、当社取締役会が別に定める日の到来をもって、特定買付者以外の者が有する新株 
予約権のうち、当該日の前営業日までに未行使の新株予約権のすべてを取得し、これと引換え

に、新株予約権１個につき対象株式数の当社株式を交付することができること。 
③ 当社は、当社取締役会が別に定める日の到来をもって、特定買付者等が有する新株予約権 
のすべてを取得し、これと引き換えに、当該新株予約権者に対して当該新株予約権1 個 
につき対象株式数の当社普通株式の当該取得時における時価に相当する価値の現金、債券、 
社債若しくは新株予約権付社債その他の財産、または当該新株予約権に代わる新たな新株 
予約権（これらの全部または一部を当社普通株式に代えることもあり得ます）を交付する 
旨の定めを設ける場合があること。 

 
4．当社株主・投資家の皆様に与える影響等 

 
(1) 本プランにおける大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを 
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判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株

主の皆様が代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としています。これにより株主の

皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすること

が可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考

えます。従いまして、大規模買付ルールの設定は、株主および投資家の皆様が適切な投資判断

を行ううえでの前提となるものであり、株主および投資家の皆様の利益に資するものであると

考えます。なお、上記 3. 「大規模買付行為がなされた場合の対応」において述べたとおり、
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより大規模買付行為に対する当社の対応

方針が異なりますので、株主および投資家の皆様におかれましては、当社の情報開示および大

規模買付者の動向にご注意ください。 
 

(2) 対抗措置発動時に株主および投資家の皆様に与える影響等 
    当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、取締役 
   会が上記 3. 「大規模買付行為がなされた場合の対応」に記載した対抗措置を取ることを決定

した場合には、法令および当社が上場する金融商品取引所の上場規則等に従い、当該決定につ

いて適時・適切に開示いたします。 
    対抗措置の発動時には、大規模買付者以外の株主の皆様が、法的権利または経済的側面にお 
   いて格別の損失を被るような事態は想定しておりません。例えば、対抗措置の一つとして新株 

予約権の無償割当を行う場合は、株主の皆様は、対価を払込みすることなく、その保有する株 
式数に応じて、新株予約権が割当てられます。また、当社が当該新株予約権の取得の手続きを 
取ることを決定した場合は、大規模買付者以外の株主の皆様は、当社による当該新株予約権 
の取得の対価として当社株式を受領するため格別の不利益は発生しません。但し、割当期日に 
おいて名義書換未了の株主の皆様(証券保管振替機構に対する預託を行っている株券の株主を 
除きます。)に関しましては、他の株主の皆様が当該新株予約権の無償割当を受け、当該新株予 
約権と引き換えに当社株式を受領することに比べて、結果的にその法的権利または経済的側面 
において不利益が発生する可能性があります。 

 
(3) 対抗措置発動の停止等について 

    上記 3.において、当社取締役会が具体的対抗措置を講ずることを決定した後、当該大規模買 
   付者が大規模買付行為の撤回または変更を行った場合など、対抗措置の発動が適切でないと取 

締役会が判断した場合、対抗措置の発動の停止または変更を行うことがあります。例えば、対 
抗措置として新株予約権を無償割当する場合において、権利の割当を受けるべき株主が確定し 

   た後に、大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行うなど対抗措置の発動が適切で 
   ないと取締役会が判断した場合には、当該新株予約権の効力発生日までの間は、新株予約権の 

無償割当を中止することとします。 
    また、新株予約権の無償割当後においては、行使期間開始までの間は、当該新株予約権を無 

償取得(当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の皆様は新株予約権を失います。) 
することにより対抗措置の停止を行うことができるものとします。 

    このような対抗措置発動の停止を行う揚合は、法令および当社が上場する金融商品取引所の 
上場規則等に従い、当該決定について適時・適切に開示します。 

    なお、当社取締役会が当該新株予約権の発行を中止または発行した新株予約権の無償取得を 
行う場合には、1株当たりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株 
主投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。 

    大規模買付者については、大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを遵守 
   した場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損 

なうと判断される場合には、対抗措置が講じられることにより、結果的にその法的権利または 
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経済的側面において不利益が発生する可能性があります。本プランの開示は、大規模買付者が 
大規模買付ルールに違反することがないようにあらかじめ注意を喚起するものであります。 

 
(4) 対抗措置発動に伴って株主の皆様に必要となる手続き 

    対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当が行われる場合には、株主の皆様は引受けの 
   申込みを要することなく新株予約権の割当てを受け、また当社が新株予約権の取得手続きをと 
   る場合は株主の皆様は、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による新 

株予約権の取得の対価として当社株式を受領することになるため、申込みや払込み等の手続き 
は必要となりません。 

    また、名義書換未了の株主の皆様に関しましては、当該新株予約権を取得するためには、別 
途当社取締役会が決定し公告する新株予約権の割当期日までに、名義書換を完了していただく 
必要があります。(証券保管振替機構に対する預託を行っている株券については、名義書換手続 

   きは不要です。) 
     これらの手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権の無償割当を行うことになった際 
   に、法令および当社が上場する金融商品取引所の上場規則等に従い、当該決定について適時・ 

適切に開示します。 
 
5．本プランの適用開始、有効期間、継続および廃止 

 
本プランは、平成 20年 6月 27日に開催予定の第 57期定時株主総会(以下、「本定時株主総 

会」)において、別途ご案内する定款の一部変更議案とともにこれが承認されることを条件とし
て、本プラン導入の承認議案としてお諮りすることといたします。なお、本プランは本定時株

主総会の承認をもって同日から発効することとし、有効期間は平成 23年 6月 30日までに開催
される第 60 期定時株主総会の終結の時までとします。以降本プランの継続（一部修正したう
えでの継続を含みます）については定時株主総会の承認をいただくこととします。 
また、本プランの廃止は、本定時株主総会により承認された後であっても、①株主総会にお 

  いて本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社の株主総会で選任された取締役で構 
  成される取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時 

点で廃止されるものとします。 
さらに、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、取締役会決議の趣旨に反しな 

  い場合(本プランに関する法令および当社が上場する金融商品取引所の上場規則等の新設また 
は改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である場合、誤字、脱字等の理由 
により字句の修正が適切である場合、当社株主に不利益を与えない場合等を含みます。)は、本 
プランを修正または変更する場合があります。当社は、本プランの廃止または変更等がなされ 
た場合には、当該廃止または変更等の事実、ならびに変更等の場合には変更等の内容、その他 
当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を速やかに行います。 
 

IV 本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に 

   合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて 

 
   当社では、本プランの内容について、次の点を考慮することにより、本プランが上記Ⅰ．会

社の支配に関する基本方針に沿って、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するもの

であり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものにはならないと考えています。 
 

(1) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 
    本プランは、経済産業省および法務省が平成 17年 5月 27日に発表した「企業価値・株主共 
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   同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(①企業価値・株主 
   共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則) 

を充足しています。 
 
(2) 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 

    本プランは、上記Ⅲ 1．「本プラン導入の目的」に記載したとおり、当社株券等に対する 
   買付等がなされた際に、当該買付等に応じるか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締 

役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、代替案の提示を受ける機会を確保

すること等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上

させるという目的をもって導入されるものです。 
 

(3) 合理的な客観的発動要件の設定 
    本プランは、上記Ⅲ３．「大規模買付行為がなされた場合の対応」に記載したとおり、大規 
   模買付行為が大規模買付ルールを遵守していない、あるいは大規模買付ルールを遵守していて 
   も株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらす買収である場合や株主の株式の売却を事実 
   強要するおそれがある買収である場合など、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充 
   足されなければ対抗措置が発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な 

発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。 
 

(4) 株主意思を重視するものであること 
  本プランは株主の皆様の幅広い意思を反映するため、平成２０年６月開催予定の定時株主総

会において議案としてお諮りする予定です。同定時株主総会で承認された場合は、同日から発

効することになります。 
     

(5) デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと 
 
上記Ⅲ 5．「本プランの適用開始、有効期間、継続および廃止」に記載したとおり、本プラ 

ンは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができる 
ものとされており、当社の株券等を大量に買い付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、 
かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って、本 
プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を 
阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は期差任期制を採用していないため、本 
プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないた 
め、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。 

                                    以 上 
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（別紙 1) 

 本プランの概要   

大規模買付者 
 

大規模買付ルールを遵守した場合       大規模買付ルールを遵守しない場合 
 
 
 
 
                       

 10営業日以内 
                
 

 
 

       
 
 
 
                 

          
 
 

 
        

 
     勧告を最大限尊重                  勧告を最大限尊重   
                         

 
                         

                     
        
 
 
                
 

 対抗措置の不発動              対抗措置の発動 

注 1.本図は、本プランをご理解いただくことを目的とし、代表的な手続きの流れを図式化したものです 
ので、全ての手続きを示したものではありません。詳細につきましては、本文をご参照ください。 

 
 
 
 

当社の企業価値ひいては株

主共同の利益を著しく損な

うと認められるかどうかを

取締役会が判断 

 
取締役会による判断 

 

大規模買付者から必要情報の提出 

提出されない場合 

提出されない場合 

独立委員会の諮問・勧告 

・買収提案の検討評価 
・取締役会の意見表明 
・代替案の提示 
・対抗措置の検討 

取締役会から必要情報のリストの提出 

大規模買付者から意向表明書の提出 

評価期間が確保されない場合 

独立委員会の諮問・勧告 

取締役会評価期間 
60日または 90日 

大規模買付ルール 
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（別紙２） 
新株予約権無償割当の概要 

 
1．新株予約権無償割当の対象となる株主およびその発行条件 
  当社取締役会で定める基準日における最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録 
   された株主に対し、その所有する当社普通株式(但し、当社の所有する当社普通株式を除く。) 
   1株につき 1個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割当てる。 
 
2．新株予約権の目的となる株式の種類および数 
  新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の総数 
   は、当社取締役会が基準目と定める日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行 
  済株式(当社の所有する当社普通株式を除く)の総数を減じた株式数を上限とする。新株予約権 
   1個当たりの目的となる株式の数は当社取締役会が別途定める数とする。 
 
3．発行する新株予約権の総数 
  新株予約権の発行総数は、当社取締役会が別途定める数とする。当社取締役会は、複数回にわ 
  たり新株予約権の割当を行うことがある。 
 
4．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(払込みをなすべき額) 
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(払込みをなすべき額)は 1円以上で当社取締 

  役会が定める額とする。 
 
5．新株予約権の譲渡制限 
  新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 
 
6．新株予約権の行使条件 
  大規模買付者（注 1）(但し、あらかじめ当社取締役会が同意した者を除く。)でないこと等を行
使の条件として定める。詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。 

 
7．新株予約権の行使期間等 
  新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条件その他必要な事項については、 
   当社取締役会が別途定めるものとする。 
 

注 1．大規模買付者とは、特定株主グループ(注２)の議決権割合(注３)を 20%以上とすることを
目的とする当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が

20%以上となる当社株券等の買付行為を行う者をいう。 
 
注 2．特定株主グループとは、当社の株券等(金融商品取引法第 27条の 23第 1項に規定する株

券等をいう。)の保有者(金融商品取引法第 27条の 23第 1項に規定する保有者をいい、同
条第 3項に基づき保有者とみなされる者を含む。)または買付け等(金融商品取引法第 27条
の 2第 1項に規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含む。)
を行う者とその共同保有者(金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項に規定する共同保有者を
いい、同条第 6 項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。)および特別関係者(金融商
品取引法第 27条の 2第 7項に規定する特別関係者をいう。)をいう。 

 
注 3．議決権割合の計算において分母となる総議決権数は、当社のその時点での発行済全株式
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から、直近の自己株式買付状況報告書に記載された数の保有自己株式を除いた株式の議決

権数とする。 
 

以 上 
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（別紙 3) 

当社の大株主の状況 

 
平成 20年 3月 31日現在の当社の大株主の状況は以下のとおりです。 
 

 
（注）1.株式数は千株未満を切り捨てて表示しています。 
   2.上記の他、当社は自己株式 35,068株を保有しております。 
 
（参考） 
   1.発行可能株式総数  31,842,500株 
   2.発行済株式総数   11,033,080株 
   3.株主総数         2,157名（単元未満株主を含む）        

株  主  名 所有株式数 
 (千株) 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合(%) 
福島機器販売株式会社 1,442 13.06
福島 裕 1,375 12.46
福島工業社員持株会 895 8.11
福島 亮 879 7.97
ユービーエス エージー ロンドン アカウント ア

イピービー セグリゲイテッド クライアント アカ

ウント 
397 3.60

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 396 3.59
モルガン・スタンレーアンドカンパニーインク 243 2.20
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 236 2.14
有限会社ティー・シー・エス・ピー 210 1.90
ザ バンク オブ ニューヨーク ノントリーティー

ジャスデック アカウント 195 1.77

計 6,271 56.84
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（別紙４) 
 

独立委員会の概要 

１．設置 
  独立委員会は当社取締役会の決議により設置される。 
 
２．構成員 
  独立委員会の委員は 3名以上とし、公正で中立的な判断が出来る社外監査役、社外有識者（弁
護士、公認会計士、財務アドバイザーその他の専門家）の中から、取締役会の決議により選任す

る。 
 
３．任期 

委員の任期は、社外監査役である委員はその監査役としての任期と同じとし、社外有識者であ

る委員は選任後２年とする。 
 
４．招集 
  独立委員会の各委員は、必要に応じて独立委員会を招集することができる。 
   
５．決議要件 
  独立委員会の決議は、原則として委員全員が出席し、その過半数をもって決議を行う。 
 
６．勧告 
  独立委員会は、取締役会の諮問に対し、諮問内容に応じて検討を行い、その判断理由をおよび

根拠を付して取締役会に勧告する。なお、独立委員会委員は、職務遂行にあたり、当社の企業価

値および株主共同の利益に資するか否かの観点から行うこととする。 
 
７．取締役会の尊重義務 
  取締役会は、独立委員会の勧告を最大限に尊重し、必要な取締役会決議を行うものとする。 
 
８．費用その他 
  独立委員会は、適切な判断を確保するため、当社の費用において外部専門家等の助言を得るこ

とができる。 
 
 ※独立委員会のメンバーにつきましては、決定次第お知らせいたします。 
 

以上 
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（別紙 5） 
 

定款変更議案 

 
当社は、下記の定款変更の議案を、第 57期定時株主総会に付議いたします。 
 

記 
 
 株主総会の決議により、当社買収防衛策の基本方針を決定することができるものとするため、以

下の条文を、当社定款 第 3章 株主総会 第 20条に新設します。 
 
（買収防衛策） 

第20条  当会社の株主総会においては、法令または定款に別段の定めがある事項をその決議に 
より定めるほか、買収防衛策の基本方針をその決議により定めることができる。 

 
２．前項における買収防衛策とは、当会社が資金調達または業務提携などの事業目的を主

要な目的とせずに、新株または新株予約権の発行を行うことにより当会社に対する買収

の実現を困難にする方策のうち、当会社の企業価値ひいては株主共同の利益を損う恐れ

のあるものによる買収が開始される前に導入されるものをいう。また、導入とは、買収

防衛策としての新株または新株予約権の発行決議を行うなどの買収防衛策の具体的内

容を決定することをいう。 
 

以上 
 


